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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 6,920 △5.9 △410 ― △437 ― 301 ―

22年3月期第2四半期 7,358 △18.6 △296 ― △336 ― △537 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 8.68 ―

22年3月期第2四半期 △15.49 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 15,178 4,312 27.1 118.69
22年3月期 15,342 4,197 26.1 115.63

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,113百万円 22年3月期  4,010百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

平成23年3月期の期末の配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,650 △4.2 110 ― 10 ― 710 ― 20.48



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年5月10日に公表しました予想数値を修正しております。業績予想に関する事項につきましては、四
半期決算短信【添付資料】P.３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因によって異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信【添付資料】P.３「（３）連結業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．平成23年3月期の期末の配当予想につきましては、当社グループを取巻く経営環境が極めて厳しい状況下にあり、先行きが不透明であることから、現
時点では未定とし、今後の業績動向等を総合的に勘案の上、今後、配当予想が決定次第、速やかに開示致します。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 36,142,529株 22年3月期  36,142,529株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,490,207株 22年3月期  1,462,495株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 34,674,801株 22年3月期2Q 34,689,593株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、アジアを中心とした新興国への輸出増加や政府の経済対策に

よる個人消費の回復もあり、企業収益に改善の兆しが見られましたが、欧州諸国の財政不安や、米国経済の減速か

ら、株価低迷や円高基調が続き、先行き不透明感が強い状況にて推移しました。  

 繊維業界におきましては、個人消費の持ち直しや企業の過度な在庫調整の是正により、一時的に需要に回復が見

られたものの、消費者の節約志向から衣料品の買い控えは継続しており、本格的な回復には至っておらず、依然と

して厳しい環境が続いております。  

 このような状況下、当社グループでは、グループ全体で安定的に収益確保できる体制を構築することを目的に、

前期から中核事業である国内染色加工事業の再構築に着手し、当期に織物加工事業の統合を完了しました。これに

より、浜松事業所は織物加工、岐阜事業所は編物加工の総合工場として、国内工場の再編成を完了させておりま

す。また一方で、売上規模の維持・拡大を図る為、当期に同業他社から事業を吸収し、新たに磐田事業所を発足し

て、加工領域の拡大にも注力いたしました。海外繊維事業におきましては、インドネシア子会社及び、タイ子会社

が、内需拡大を背景に、ローカル市場での受注を安定的に確保したほか、経済連携協定（EPA）を背景に、商社や

現地紡績・織布会社との連携や、製品事業部による縫製品のインドネシア生産拡大の推進により、中国製品と差別

化した高品質・低価格の日本向け製品の受注・販売を更に拡大しております。また非繊維事業におきましては、引

き続き、潜在需要が旺盛で成長事業である保育サービス事業の売上拡大に注力しました。  

 以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績は、国内染色加工事業におきまして、無地染加工売上が増収とな

りましたが、織物加工事業統合の影響と不採算売上の選別により、プリント加工売上が減少し、売上高は6,920百

万円（前年同期比5.9％減、437百万円減）となりました。また利益面におきましても、好調を継続する海外繊維事

業が利益確保したものの、事業統合に起因しプリント加工設備に稼動休止期間が発生したことに加えて、6月から

新設・稼動開始した磐田事業所が、事業継承するまでの、一時的な生産ライン停止により、本格稼動が10月以降と

なったこともあり、国内染色加工事業の業績が大きく低迷した結果、営業損失は410百万円（前年同期は営業損失

296百万円）、経常損失437百万円（前年同期は経常損失336百万円）と厳しい内容となりました。なお、特別利益

として、名古屋事業所工場跡地の売却に伴う固定資産売却益1,379百万円を計上した一方で、事業統合に伴う固定

資産廃棄損等の事業再構築費用473百万円などを特別損失に計上した結果、法人税等を控除した四半期純利益は301

百万円（前年同期は四半期純損失537百万円）となり、第2四半期における四半期純利益としましては、3期ぶりに

黒字回復となりました。  

 

セグメントの業績は次の通りであります。  

①染色加工事業  

 染色加工部門は、国内におきまして、織物加工事業統合効果の早期実現や、事業所新設による売上拡大などに注

力し、収益改善に積極的に取り組みましたが、織物加工事業統合において設備移設過程で主力設備の稼動休止期間

が約1ヶ月半発生し、プリント加工の生産が大きく落ち込んだことと、新設事業所の本格稼動の遅れにより採算性

が悪化し、業績は低迷しました。一方、海外におきましては、インドネシア子会社及びタイ子会社が、好調な内需

を背景にローカル顧客向けの受注を順調に拡大し、また日本向け受注も拡大するなど堅調に推移しましたが、国内

染色加工事業の売上低迷及び、円高に伴う海外子会社売上高の邦貨換算による減収の影響により、染色加工部門の

売上高は4,121百万円となりました。  

 テキスタイル販売部門は、インドネシア子会社にて日本向け販売を拡大したものの、欧州向け販売が落ち込み、

また日本国内では、店頭における衣料品販売の低迷から、衣料用途の販売が低調に推移するなど苦戦し、売上高は

1,192百万円となりました。  

 以上の結果、染色加工事業の売上高は5,314百万円、営業損失は466百万円となりました。  

②縫製品販売事業  

 縫製品販売事業は、日本とインドネシア間における経済連携協定（EPA）による関税負担軽減や、中国における

人件費高騰を背景にインドネシア子会社を活用した生産拡大に注力した結果、販売を伸ばし、売上高は1,088百万

円と増収となり、営業利益は16百万円となりました。  

③保育サービス事業  

 社会的な保育所需要の増加を背景に、基盤である東海地区エリアを中心に積極的な営業活動を展開し、当期も利

用者の拡大に順応した体制をとった結果、売上高597百万円、営業利益は13百万円となりました。  

④倉庫事業  

 染色加工事業における織物加工事業統合の影響もあり、全体的に荷受取扱数量が減少し収入が落ち込む中で、収

益改善を目的に経費節減に努めましたが、売上高137百万円、営業損失は15百万円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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⑤その他の事業  

 当セグメントには、機械販売事業、不動産賃貸事業、システム事業等が含まれており、売上高は99百万円、営業

利益は37百万円となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、15,178百万円（前連結会計年度末比1.1％減 164百万円減）と

なりました。これは主に現金及び預金の増加823百万円、受取手形及び売掛金の減少587百万円、建物及び構築物の

減少392百万円等によるものです。 

 負債は、10,866百万円（前連結会計年度末比2.5％減、278百万円減）となりました。これは主に支払手形及び買

掛金の減少236百万円、賞与引当金の減少68百万円等によるものです。 

 純資産は、4,312百万円（前連結会計年度末比2.7％増 114百万円増）となりました。これは主に四半期純利益

の計上301百万円、有価証券の時価評価に伴う有価証券評価差額金の減少187百万円等によるものです。 

  

キャッシュ・フローの状況 

 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、営業活動により249百万円の減少、投資活動

により1,150百万円の増加、財務活動により73百万円の減少となった結果、前連結会計年度末と比べ823百万円増加

し、2,725百万円となりました。 

 

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前四半期純利益429百万円を計上しましたが、有形固定資産売却益の計上1,379百万円、売上債権の減

少585百万円、減価償却費の計上284百万円、仕入債務の減少233百万円等により、249百万円の支出（前年同期は

164百万円の支出）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の売却による収入1,503百万円、有形固定資産の取得による支出361百万円等により、1,150百万円

の収入（前年同期は304百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 短期借入金の調達による収入250百万円、長期借入金の調達による収入100百万円、長期借入金の返済による支出

370万円、社債の償還による支出30百万円等により、73百万円の支出（前年同期は0百万円の支出）となりました。

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の当社グループを取巻く経営環境は、主力の国内染色加工市場にて、国内生産の激減により、繊維製品の海

外生産移転が更に進むことが見込まれるなど、極めて厳しい状況が継続すると予想されます。 

 このような状況下、第3四半期以降におきましては、国内染色加工事業にて織物加工事業統合の全面的な効果発

揮や、磐田事業所の本格生産開始による収益力アップの効果が見込まれます。また海外繊維事業におきましては、

インドネシア子会社及びタイ子会社の業績が、潤沢なローカル向け受注や、日本向けビジネスの拡大により、引き

続き、好調に推移することが予想されます。更に当社グループはインドネシア子会社を中核として生地から縫製・

検品までの一貫体制を構築し、日本・インドネシア間の経済連携協定（EPA）を背景に対日向けに安全・安心な製

品販売を展開していきます。これらにより、下半期は、第2四半期までの損失幅が大きく、期初に想定した利益に

は至りませんが、大幅に業績改善を達成し、連結におきましては、各利益段階とも通期で3期ぶりに黒字転換する

見込みであります。 

 以上により、通期の連結業績予想につきましては、平成22年5月10日発表の予想を、売上高14,650百万円、営業

利益110百万円、経常利益10百万円、当期純利益710百万円と修正しております。 

 また、通期の個別業績につきましても、平成22年5月10日発表の予想を、売上高10,750百万円、営業損失130百万

円、経常損失150百万円、当期純利益710百万円と修正しております。 

 当該業績予想の修正の詳細につきましては、同日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用して

おります。 

 これにより、当第2四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ1,135千円増加し、税金等調整前四半

期純利益は12,365千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は31,562千

円であります。 

  

表示方法等の変更  

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,725,120 1,901,244

受取手形及び売掛金 3,277,278 3,864,952

商品及び製品 258,286 254,535

仕掛品 379,569 348,674

原材料及び貯蔵品 345,420 309,648

繰延税金資産 38,067 67,256

その他 701,677 215,391

貸倒引当金 △5,593 △7,242

流動資産合計 7,719,826 6,954,461

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,611,669 2,004,507

機械装置及び運搬具（純額） 2,121,860 2,345,370

土地 1,827,036 1,829,447

建設仮勘定 45,462 40,011

その他（純額） 65,700 67,317

有形固定資産合計 5,671,730 6,286,654

無形固定資産   

のれん 16,284 21,481

その他 41,292 29,597

無形固定資産合計 57,576 51,079

投資その他の資産   

投資有価証券 1,478,780 1,784,598

繰延税金資産 13,321 11,263

その他 242,957 255,716

貸倒引当金 △5,975 △1,238

投資その他の資産合計 1,729,083 2,050,338

固定資産合計 7,458,391 8,388,072

資産合計 15,178,217 15,342,534

-5-

東海染工㈱ (3577) 平成２３年３月期 第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,967,924 2,204,290

短期借入金 4,034,095 3,883,272

未払法人税等 57,531 63,691

賞与引当金 40,785 109,710

その他 1,715,525 1,560,329

流動負債合計 7,815,862 7,821,295

固定負債   

社債 180,000 210,000

長期借入金 622,971 807,799

退職給付引当金 1,703,984 1,674,147

役員退職慰労引当金 288,160 312,585

環境対策引当金 23,252 －

資産除去債務 35,504 －

負ののれん 16,186 19,424

その他 180,218 299,851

固定負債合計 3,050,278 3,323,808

負債合計 10,866,140 11,145,103

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,300,000 4,300,000

資本剰余金 1,401,218 2,413,074

利益剰余金 △158,196 △1,471,089

自己株式 △335,094 △332,858

株主資本合計 5,207,927 4,909,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,629 179,729

為替換算調整勘定 △1,087,269 △1,078,711

評価・換算差額等合計 △1,094,898 △898,982

少数株主持分 199,048 187,287

純資産合計 4,312,076 4,197,431

負債純資産合計 15,178,217 15,342,534
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,358,734 6,920,984

売上原価 6,794,443 6,454,842

売上総利益 564,290 466,142

販売費及び一般管理費 861,254 877,079

営業損失（△） △296,963 △410,937

営業外収益   

受取利息 2,095 714

受取配当金 21,965 21,270

負ののれん償却額 3,237 3,237

為替差益 26,495 222

雑収入 22,680 66,674

営業外収益合計 76,474 92,119

営業外費用   

支払利息 38,391 26,874

退職給付費用 62,554 62,554

雑支出 15,115 29,374

営業外費用合計 116,062 118,804

経常損失（△） △336,551 △437,622

特別利益   

固定資産売却益 － 1,379,491

貸倒引当金戻入額 3,123 －

特別利益合計 3,123 1,379,491

特別損失   

減損損失 60,119 －

事業再構築費用 － 473,097

その他 － 38,831

特別損失合計 60,119 511,928

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△393,548 429,941

法人税、住民税及び事業税 63,024 57,824

法人税等調整額 33,573 39,124

法人税等合計 96,597 96,949

少数株主損益調整前四半期純利益 － 332,992

少数株主利益 47,318 31,954

四半期純利益又は四半期純損失（△） △537,464 301,037
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△393,548 429,941

減価償却費 305,972 284,309

減損損失 60,119 －

事業再構築費用 － 473,097

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,557 30,253

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,298 3,092

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,700 △68,924

受取利息及び受取配当金 △24,060 △21,985

支払利息 38,391 26,874

為替差損益（△は益） △66,542 △10,454

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,379,491

売上債権の増減額（△は増加） 786,291 585,959

たな卸資産の増減額（△は増加） 175,707 △65,520

仕入債務の増減額（△は減少） △519,915 △233,851

未払費用の増減額（△は減少） △592,125 △14,577

その他 114,440 △114,470

小計 △106,309 △75,748

利息及び配当金の受取額 24,060 21,985

利息の支払額 △37,140 △26,759

事業再構築費用の支払額 － △97,205

法人税等の支払額 △45,212 △72,126

営業活動によるキャッシュ・フロー △164,601 △249,855

投資活動によるキャッシュ・フロー   

補助金の受取額 18,483 －

有形固定資産の取得による支出 △311,206 △361,915

有形固定資産の売却による収入 － 1,503,818

投資有価証券の売却による収入 480 －

その他 △12,413 8,100

投資活動によるキャッシュ・フロー △304,656 1,150,002

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 65,091 250,717

長期借入れによる収入 5,224 100,000

長期借入金の返済による支出 △326,324 △370,667

社債の発行による収入 295,775 －

社債の償還による支出 △40,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △515 △2,235

配当金の支払額 △201 △27

少数株主への配当金の支払額 － △20,960

その他 57 △766

財務活動によるキャッシュ・フロー △891 △73,940

-8-

東海染工㈱ (3577) 平成２３年３月期 第２四半期決算短信



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 34,227 △2,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435,922 823,875

現金及び現金同等物の期首残高 1,962,469 1,901,244

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
の増減額

74,111 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,600,658 2,725,120
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該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業の区分方法は、製品の種類及び性質により区分しております。 

２．各事業の主な製品 

（1）繊維事業……………天然繊維織物加工、合成繊維織物加工、編物加工、技術指導料、買取二等反売

上、テキスタイル（衣料関連、インテリア関連、スポーツ関連等）、縫製品（パ

ンツ、パジャマ、カジュアルシャツ等） 

（2）不動産賃貸事業……事業用土地、店舗、駐車場、住宅、保養施設の賃貸 

（3）機械販売事業………染色関連開発機器・工業薬品の分析装置の販売等 

（4）倉庫事業……………繊維製品等の荷役・保管等 

（5）保育サービス事業…ベビーシッターサービス、託児所での保育サービス 

（6）システム事業………ソフト開発の請負等 

（7）その他の事業………包装資材販売等 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  (1) 東南アジア……タイ・インドネシア 

  (2) 北米……………アメリカ  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
繊維事業 
(千円)  

不動産 
賃貸事業 
(千円) 

機械販売
事業 
(千円) 

倉庫事業
(千円) 

保育サー
ビス事業
(千円)

システム
事業 
(千円) 

その他の
事業 
(千円)

計 
(千円) 

消去又は
全社 
(千円) 

連結
(千円) 

売上高                                                            

(1）外部顧客

に対する

売上高 

 6,713,880  36,037  35,553  17,528  528,403  25,980  1,350  7,358,734 -  7,358,734

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高 

 1,013  8,918  25,554  157,983 -  35,970 -  229,439 (229,439) -

計  6,714,893  44,955  61,107  175,511  528,403  61,951  1,350  7,588,174 (229,439)  7,358,734

営業利益又

は営業損失

（△） 

 △321,176  32,620  1,175  △11,518  22,629  △23,438  1,544  △298,163  1,200  △296,963

  
日本 

（千円） 
東南アジア
（千円） 

北米
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,437,766  1,920,968 -  7,358,734  -  7,358,734

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 120,460  7,199 -  127,660  (127,660) -  

計  5,558,227  1,928,167 -  7,486,395  (127,660)  7,358,734

営業利益又は営業損失（△）  △472,118  189,747  △16,191  △298,562  1,599  △296,963
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〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

 (1) 北米……………アメリカ 

 (2) アジア…………中国・韓国・その他 

 (3) その他の地域…欧州・中近東・豪州・中南米・アフリカ・その他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の仕向地により区分した売上高であります。 

  

〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、本社にて全社的な経営戦略を立案・策定すると共に、各事業部・子会社の各事業単位で具体的な事業戦

略を立案し、事業活動を展開しております。当社の各事業は、製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「染色加工事業」、「縫製品販売事業」、「保育サービス事業」、「倉庫事業」の4つを報告セグメントとし

ております。 

 「染色加工事業」は、天然繊維及び合成繊維の織物・編物加工及び衣料品関連を中心としたテキスタイル販売を

行っております。「縫製品販売事業」は、縫製品（パンツ、パジャマ、カジュアルシャツ等）の販売を行っており

ます。「保育サービス事業」はベビーシッターサービス、託児所での保育サービスを行っております。「倉庫事

業」は、主に繊維製品等の荷役・保管等を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  
（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業、機械販売

事業、システム事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  649,197  691,051  534,589  1,874,839

Ⅱ 連結売上高（千円）        7,358,734

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 8.8  9.4  7.3  25.5

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

染色加工 
縫製品
販売 

保育
サービス

倉庫 計

売上高                   

外部顧客への

売上高 
5,249,722 1,012,222 597,473 1,822 6,861,240 59,743 6,920,984 － 6,920,984

セグメント間の 
内部売上高又は
振替高 

64,291 75,781 － 135,409 275,482 39,752 315,234 △315,234 －

計 5,314,014 1,088,003 597,473 137,232 7,136,722 99,496 7,236,219 △315,234 6,920,984

セグメント利益又は

損失（△） 
△466,637 16,519 13,591 △15,128 △451,655 37,991 △413,664 2,726 △410,937

  当第２四半期連結累計期間

セグメント間取引消去 千円 2,924

のれんの償却額 千円 △197

合計 千円 2,726
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（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針20号 平成20年3

月21日）を適用しております。   

  

 欠損填補に充てるため、資本剰余金1,011,855千円を利益剰余金に振り替えております。 

  

  

(1）生産実績 

 当第２四半期連結累計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数字によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 当第２四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．主な相手先の販売実績については、総販売実績に対する割合がいずれも100分の10未満のため、記載を省略

しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

染色加工 (千円)  4,926,925  －

セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％） 
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％） 

染色加工  5,575,739  －  975,912  －

セグメントの名称  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日   
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

染色加工       

 染色加工部門 (千円)  4,121,603  －

 テキスタイル販売部門 (千円)  1,192,410  －

染色加工事業計  (千円)  5,314,014  －

縫製品販売事業 (千円)  1,088,003  －

保育サービス事業 (千円)  597,473  －

倉庫事業 (千円)  137,232  －

その他の事業 (千円)  99,496  －

小計 (千円)  7,236,219  －

セグメント間取引 (千円)  △315,234  －

合計 (千円)  6,920,984  －
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